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定価 3,000円（税別） 

 

あなたは身近にいる家族や職
場の仲間を認めていますか？ 
 
人は生まれながらに承認欲求
をもっています。この承認欲求
を満たすことによって、人は周
りから必要とされていることを
実感し、生きる価値と喜びを感
じます。 
 
少し大げさかもしれませんが、
人は承認なしでは生きていけ
ないのです。 
 
私はこの承認のパワーは人々
のやる気を引き出し、生きる価
値と幸せを与えてくれるものと
確信しています。 
 
この度、日本の承認研究の第
一人者、同志社大学政策学部
の太田肇教授の多大なるご支
援をいただき、「承認カード」が
誕生しました。 
 
承認カードは、認める視点を
利用者に提供し、誰もが誠実
に相手を「認める」ことができる
カードです。 
 
ぜひ、承認カードを活用して
身近な人から認めていってく
ださい。 
 
そして、承認することで、あな
た自身が人から必要とされ、
「ありがとう」といってもらえる人
になってほしいと切に願ってい
ます。 
 
承認でモチベーションを引き
出し、「いい会社」をつくってい
きましょう！ 

承認カード発売中！ 

全ての人がハッピーになるメソッド誕生 

大切な人を認めていますか？ 

承認でモテベーション・アップ！ 

 前回は「失敗しない叱り方」について紹介しました

。今回は『嫌われる勇気』（岸見一郎・古賀史健著：

ダイヤモンド社）で有名なアドラー（オーストリアの精

神科医・心理学者の承認に関する考え方について

紹介します。 

 

 これまで私は誰もが承認欲求を持っているし、認め

られたいと思っていると述べてきました。しかし、アド

ラーはそもそも承認欲求を否定しています。すなわ

ちアドラーは「人にほめられたいという承認欲求を持

ち続ける限り、自分がしたいことができない」といって

います。その図式は以下のようです。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 出典：週刊ダイヤモンド 2016/07/23 

この図式の示すところは要するに、アドラーはほめら

れたいと思い続ける限り自律できないし、また他者に

貢献できないといっています。                                                                                                                                                                                           

 

                                       

  

  

例えば、上司である課長が部下から「課長なかな

かよくやっていますね。その調子で頑張ってくださ

い」とほめられたとします。課長はいい気分になる

でしょうか？きっと、課長は「何様のつもりだ」と腹を

立てるでしょう。アドラーは、ほめ言葉とは「能力の

ある者が、能力のないものに下す、評価の言葉」で

あり、限りなく非礼な言葉であるといいます。 

 みなさんももしかしたら、部下をほめるときに同じ

罠にはまってしまっているかもしれません。 

 私は全てのほめ言葉がそうなるとは思いません

が、確かに、上から目線のほめ言葉は良い結果は

生まないこともあると思います。 

 

 アドラーは横の関係（全ての人間は対等）を築き

、感謝と尊敬を伝えることが大切であるといってい

ます。誰かに感謝されれば「自分は誰かの役に立

っているという」貢献感を得ることができます。この

貢献感が本当の自信を生むとします。アドラーはこ

のようなアプローチを「勇気づけ」と呼んでいます。 

 結論、私はアドラーは承認すること自体を否定し

ているわけではなく、誤った承認やほめ方を否定

しているのだと考えます。貢献感につながるような

承認や勇気づけならいいわけです。                                

 次回は、言葉によらない承認の例を紹介します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 承認欲求の否定 

 勇気づけ 

他者からほめられたい（承認欲求） 

ほめられるように行動する 

ほめられる ほめられない 

失敗 
成功 

 ほめられるように行動するようになり、自分の 
 ためではなく、他者の期待を満たすために生き 
 るようになる 
 

 部下をほめてはいけない（？） 
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労働関係情報 

●今年度就活「解禁前に選

考」が５割超（9月22日） 

全国の大学でつくる就職問

題懇談会と内閣府が実施し

た、今年度の就職活動につ

いての調査によると、半数超

の企業が、経団連が定めた

選考開始時期（６月１日）より

前に選考を開始したと回答 

したことがわかった。経団連

は今年度、採用選考の開始

時期を前年度の８月から６月

に前倒ししたが、大企業の

56.7%、中小企業の57.7%が６

月より前に選考を始め、いず

れも３割超は内々定を出して

いたという。 

 

●高卒採用選考解禁「超売り

手市場」、バブル後最高（9月

16日） 

来春卒業予定の高校生の採

用選考が16日、解禁された。

今年の求人倍率はバブル崩

壊後の1994年度以降最高で、

今年７月現在で1.75倍と、超

売り手市場となっている。厚

生労働省によると、バブル崩

壊以降、低調だった高校生

の採用が好調に転じたのは

2012年ごろ。労働意欲が高く、

確実な戦力になると見込む企

業が積極採用に乗り出す状

況が続いている。 

 

●「年金受給資格期間の短

縮」は来年9月分支給から（9

月2日） 

厚生労働省が自民党の厚生

労働部会に年金受給資格期

間の25年から10年への短縮

を盛り込んだ法案を提示し、

了承された。秋の臨時国会で

法案が成立すれば新たに約

40万人が基礎年金の受給権

を得られる見込み。来年の９

月分からの支給で、初回の支

払いは10月となる。 

 

●最低賃金 過去最高25円

増で全国平均823円に（8月

23日） 

今年度の最低賃金の改定額

が全都道府県で出揃い、全

国加重平均の時給は823円と

なった。25円増は過去最高の

上げ幅。最高は東京都の932

円、最低は沖縄県・宮崎県の

714円で、10月１日以降順次 

改定される。 

労働関係法令等の最近の動き 
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平成28年度の地域別最低賃金額が改定されます 

都道府県の平成28年度地域別最低賃金額および発効年月日は、下表のとおりとなりました。 
最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引上げになります。 
国は「最低賃金法」において賃金の最低限度を定めています。 
もし労使双方の合意の上で最低賃金額より低い賃金額を定めている場合、その賃金額は無効となり、最
低賃金額と同額の定めをしたものとされます。最低賃金に達しない場合には、差額支払いの義務が生じる
ため注意が必要です。 
政府は、「一億総活躍プラン」の中で最低賃金を毎年３％程度引き上げて、全国の平均で1,000円とする
目標を掲げています（平成35年度ごろに1,000円に達する計算）。 

 都道府県名 
最低賃金 
時間額【円】 発効年月日  都道府県名 

最低賃金 
時間額【円】 発効年月日 

平成28年 昨年 平成28年 昨年 

北海道 786 (764) 平成28年10月1日 滋  賀 788 (764) 平成28年10月6日 

青  森 716 (695) 平成28年10月20日 京  都 831 (807) 平成28年10月2日 

岩  手 716 (695) 平成28年10月5日 大  阪 883 (858) 平成28年10月1日 

宮  城 748 (726) 平成28年10月5日 兵  庫 819 (794) 平成28年10月1日 

秋  田 716 (695) 平成28年10月6日 奈  良 762 (740) 平成28年10月6日 

山  形 717 (696) 平成28年10月7日 和歌山 753 (731) 平成28年10月1日 

福  島 726 (705) 平成28年10月1日 鳥  取 715 (693) 平成28年10月12日 

茨  城 771 (747) 平成28年10月1日 島  根 718 (696) 平成28年10月1日 

栃  木 775 (751) 平成28年10月1日 岡  山 757 (735) 平成28年10月1日 

群  馬 759 (737) 平成28年10月6日 広  島 793 (769) 平成28年10月1日 

埼  玉 845 (820) 平成28年10月1日 山  口 753 (731) 平成28年10月1日 

千  葉 842 (817) 平成28年10月1日 徳  島 716 (695) 平成28年10月1日 

東  京 932 (907) 平成28年10月1日 香  川 742 (719) 平成28年10月1日 

神奈川 930 (905) 平成28年10月1日 愛  媛 717 (696) 平成28年10月1日 

新  潟 753 (731) 平成28年10月1日 高  知 715 (693) 平成28年10月16日 

富  山 770 (746) 平成28年10月1日 福  岡 765 (743) 平成28年10月1日 

石  川 757 (735) 平成28年10月1日 佐  賀 715 (694) 平成28年10月2日 

福  井 754 (732) 平成28年10月1日 長  崎 715 (694) 平成28年10月6日 

山  梨 759 (737) 平成28年10月1日 熊  本 715 (694) 平成28年10月1日 

長  野 770 (746) 平成28年10月1日 大  分 715 (694) 平成28年10月1日 

岐  阜 776 (754) 平成28年10月1日 宮  崎 714 (693) 平成28年10月1日 

静  岡 807 (783) 平成28年10月5日 鹿児島 715 (694) 平成28年10月1日 

愛  知 845 (820) 平成28年10月1日 沖  縄 714 (693) 平成28年10月1日 

三  重 795 (771) 平成28年10月1日 全国加重平均額 823 (798) － 

■ 平成28年度地域別最低賃金改定状況 

■ 最低賃金の対象となる賃金とは 

最低賃金の対象賃金は、毎月支払われる基本的賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割
増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。 
具体的には、実際に支払われる賃金から次の1.～4.を除外したものが対象となります。 

1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) 
2. １ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) 
3. 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 
4. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 

■ 最低賃金額以上かどうかを確認する方法 

(1) 時間給制 
 時間給≧最低賃金額(時間額) 
(2) 日給制 
 日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) 
 ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、 
 日給≧最低賃金額(日額) 
(3) 月給制 
 月給÷１ヵ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) 
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金 

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払
制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃
金額(時間額)と比較します。 

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせ 
例えば、基本給が日給制で、各手当（職務手当など）が月給制などの場合は、それぞれ上記（2）
、（3）の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額（時間額）を比較します。 
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今回の回答者 

労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

再チェック！管理監督者 
社会保険労務士 
間瀬 美穂 

管理監督者とは 

労働基準法では41条2号において監督若しくは管理の地位にある管理監督者は「労働時間」「休憩」「休日」に関する
規定の適用を受けません。ところが管理監督者であれば割増賃金の支払いや「休憩」「休日」も、一般の労働者の様
に当然の権利として発生しません！ とはいいきれません。 
近年、この管理監督者の認識を誤っていた結果、未払い残業代やその未払い残業代と同一額の「付加金」を支払う
ことになった裁判例がいくつもあります。 

労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものをいい、管理監督者に当てはま
るかどうかは役職名でなく、その職務内容、責任と権限、勤務様態の実態によって判断します。 
 
 
・労働時間・休憩・休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること 
・労働時間・休憩・休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること 
・現実の勤務態様も労働時間の規制に馴染まないようなものであること 
・賃金等についてその地位にふさわしい待遇がなされていること 
 
といった要素を総合的に判断し、不適切である場合は管理監督者として認められないことがあります。 

そして、管理監督者としての判断要素が明確になっている管理監督者についても「深夜割増賃金」
「年次有給休暇」の特例はありません。 

管理監督者についても長時間労働にならないような配慮、深夜（22時から翌日5時まで）の割増賃金の
支払いが必要です。 

店長としての管理業務にとどまらず、一般店員と
同様の業務が大部分を占めていた。 

アルバイトの採用等について決定権を持つ
店長を補佐していたに留まり、部下の査定
の決定権限もなかった。 

出退勤についてタイムカードへの記録が求めら
れ他の従業員と同様に勤怠管理がされていた。 

役職手当等の管理職の地位に応じた手当が支
給されていない。 

時間単価に換算してアルバイト等の賃金に満た
ない。 

職務内容、責任と
権限について 
の判断要素 

勤務態様について 
の判断要素 

賃金等の待遇に 
ついての判断要素 

• 採用 
• 解雇 
• 人事考課 
• 労働時間の管理 

• 遅刻、早退等に関す
る取扱い 

• 労使間に関する裁量 

• 部下の勤務態様との
相違 

• 基本給、役職手当等の優
遇措置 

• 支払われた賃金総額 
• 時間単価 ※重要な要素 

管理監督者の要素 

《店舗を例にすると・・・》 



〒461-0001 
名古屋市東区泉2-26-1 ホウコクビル5F 
TEL  052-937-5615  FAX  052-937-5620 
URL : http://www.delight-c.com/ 
E-mail : info1999@delight-c.com 

ホームページもぜひご覧ください http://www.delight-c.com/（社長とスタッフのブログ 随時更新中！） 

Editor's note 

総務のお仕事カレンダー 2016年10月・11月 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

10月1日(土) 大学生への採用内定の通知開始 

10月11日(火) 

一括有期事業開始届(建設業)届出 
■参考リンク：厚生労働省「労働保険関係各種様式」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html 

9月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払 
■参考リンク：国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

10月31日(月) 

9月分健康保険・厚生年金保険料の支払  
■参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬制について」 
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html 

継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分)※口座振替を利用しない場合 
■参考リンク：厚生労働省「労働保険料の申告納付」 
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm 

労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の7月から9月分の労災事故について報告) 
■参考リンク：厚生労働省「労働災害が発生したとき」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html 

11月10日(木) 

一括有期事業開始届(建設業)届出 
■参考リンク：厚生労働省「労働保険関係各種様式」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html 

10月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払 
■参考リンク：国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

11月14日(月) 

継続・有期事業概算保険料延納額の支払（第2期分※口座振替を利用する場合） 
■参考リンク：厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hoken
ryou/index.html 

11月30日(水) 
10月分健康保険・厚生年金保険料の支払  
■参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬制について」 
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html 

[1]定時決定の反映と新しい保険料率による控除 

定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を翌

月に行っている場合、10月から控除することになります。また、平成28年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保

険料率が改定されていますので、新しい保険料額表を確認ください。 

■参考リンク：日本年金機構「厚生年金保険料額表（平成28年9月分）を掲載しました。」 

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.html 

 

[2]各都道府県で地域別最低賃金額が変わります 

今月より地域別最低賃金額が変わります。都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発

効年月日を確認しておきましょう。 

■参考リンク：厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html 

 

[3]賞与決定までの準備 

11月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配

布などを行いましょう。 

 

[4]年末調整の申告書の手配 

11月に入ると年末調整の時期となります。記入漏れや添付資料の不備がないか早めにチェックを行い、資料を整え

ておきましょう。 

■参考リンク：国税庁「平成28年分 年末調整のしかた」 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

夏が終わり、朝起きると肌寒いと感じるようになってきました。きっと冬になるの
もあっという間ですね。私は冬が近づけば近づくほどなかなか起きられなくなっ
てしまいます。おいしい朝食を作れば、起きることが楽しみになるのではないか
？そう思い、朝食作りに力をいれるようになりました。まずは形からということで
箸置きとランチョンマットは準備済みなのですが、まだまだ料理は修業が必要で
す（泣）部屋の片付けをしたら出てきたホームベーカリーもそろそろ活用してあ
げないと・・・。 料理の腕はともかく、少し時間をかけて作った朝食を食べて、そ
の後読書する時間はいいものです。皆様も朝活はじめてみませんか？（佐） 

『豊かな働き方 貧しい働き方』 
自分と組織のマネジメント論 

三村 邦久／著  2016.8.25 
フーガブックス、1,500円+税 

弊社のパートナーであります、

三村邦久さんの新刊です。 

これまでいろんな本を読んで

きましたが、これほど身に染み

る本を読んだことがありません。

飾りも誇張もありません。 

心豊かな働き方や自分なりの

後悔しない人生をいかに編んで

行くかのヒントが、随所に中国

古典も引用しつつ、誠実・愚直

に書かれた本です。 

「『ありがとう』と言われる役立

ち感、未知のことに関わるドキド

キ感、人と繋がる連帯感、そし

て最後までやり遂げる達成感。

仕事の楽しさ･喜び、そして自由。

人間の尊厳を守る。」 

働く一人ひとりが、このような

「感」を味わいながら、自分らし

い人生を全うできたらいいです

ね。そして、会社（経営者）は、

社員が自分らしい心豊かな人

生を送れるようサポートし、見守

ってもらいたいものだと思います。 

経営者、人事労務の仕事に

携わる方にはぜひ読んでいただ

きたい一冊です。 


